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日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌　2015年 第 25巻 第 3 号 566- 569

　議事開始について：
　定款 36 条により，議長には宮本顕二理事長を選出した．
　本理事会の成立条件である定足数については，定款第
37 条により，「決議について特別に利害関係を有する者
を除く理事の過半数が出席し，その過半数をもって行う」
となっており，今回の理事の出席は 22 名で，特別の利害
関係を有する者はなし．従って，理事現在数の過半数以
上が出席しており，本理事会は成立した．
　議事録署名人は定款 40 条第 2項により，宮本理事長お
よび黒澤一監事ならびに長谷川智子監事を選出し，次の
議案について随時審議した．

報告事項（1）

第 1号議案　学術集会

1 ）第 25 回学術集会について，植木純 第 25 回会長より
報告が行われた．

　呼吸ケア・リハビリテーションは，急性期から慢性期
のいずれの時期でも重要であり，疾患管理目標である重
症化，再入院の予防，健康状態や身体活動性の向上・維
持を達成するには，新しい介入手法やツールの開発に加
えて，急性期，慢性期チームの情報の共有化，連携をさ
らに強化する必要があることから，「未来に生かす四半世
紀のチーム医療～めざせ 急性期・慢性期のチーム連携と
重症化の予防」というテーマにした．
　一般演題は 476 題と，過去最高数の応募となった．
2）第 26 回学術集会について，蝶名林直彦 第 26 回会長
より準備状況について報告された．

一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 
平成 27年度第 1回理事会議事録

日　時：平成 27 年 10 月 14 日（水）15:00～17:00
会　場：東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート　2階　真砂
理事数：25 名
出席者：（理事）一和多俊男，植木　純，桂　秀樹，木村　弘，桑平一郎，関川清一，神津　玲， 

塩谷隆信，鈴木栄一，高橋仁美，竹川幸恵，巽浩一郎，谷口博之，玉木　彰， 
蝶名林直彦，陳　和夫，津田　徹，橋本　修，長谷川好規，堀江健夫，宮川哲夫，
宮本顕二（計 22 名）

　　　　（監事）黒澤　一，長谷川智子　　（支部長）石川悠加　　（財務委員）澤　祥幸
欠席者：（理事）岩永知秋，栂　博久，森　由弘　　（幹事）熱田　了　　（支部長）石塚　全　　　　　　　　　　　　　　　　
 （敬称略）

会期：2016 年 10 月 10 日（月）～11 日（火）
会場：パシフィコ横浜
テーマ：「人類の課題―『呼吸不全』～科学と人間か

らの挑戦」
3）第 27 回学術集会について，一和多俊男 第 27 回会長
より準備状況について報告された．
会期：2017 年 11 月 17 日（金）～18 日（土）
会場：仙台国際センター
テーマ：未定

審議事項（1）

第 2号議案　平成 26年度事業報告

1 ）平成 26 年度事業報告
　宮本顕二理事長より学術集会・地方会の開催や学会誌
の発行など，定款に基づき行われた事業の説明がなされ，
これが満場一致で承認され，代議員総会へ附議されるこ
ととなった．
2）会員の移動状況
　宮本顕二理事長より，会員数は順調に伸び 3,600 人を
超え，各職種においてそれぞれ入会があり，医師もこれ
までより入会数が多かった旨報告があった．

第 3号議案　平成 26年度決算報告

　桑平一郎財務委員長より，平成 26 年度の決算報告を行
なった際に，第 24 回学術集会（奈良，木村弘会長）から
570 万円が余剰金として組み入れられたことに対して，
感謝の辞があった．
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　決算書のⅠ：貸借対照表，Ⅲ：正味財産増減計算書，
Ⅵ：財産目録などの資料に基づき内容の説明があり，平
成 26 年度の決算報告を行った．
　当年度の収益合計（経常収益計）は約 1億 1,878 万円，
費用合計（経常費用計）は約 1億 175 万円であり，当年
度の利益（当期経常増減額）は約 1,700 万円の利益（黒
字）となった．
　平成 26 年度の始まりの残高（一般正味財産期首残高）
の約 4,300 万円と合わせ平成 26 年度の終わりの残高（一
般正味財産期末残高）は約 6,000 万円となり，指定正味
財産は 0のため，当年度の終わりの残高（正味財産期末
残高）は約 6,000 万円となった．昨年度（約 4,300 万円）
と比べ約 1,700 万円の黒字となった．
　また前任事務局の秋山さんの退職金（経緯）につき，
宮本理事長より説明があった．
　黒澤一監事・長谷川智子監事による決算報告書の監査
については，黒澤一監事より財務諸表が正しく作成され，
財政状態および収支状況を適正に表示されている旨の報
告が述べられた．
　なお，決算報告に関しては，みなし決議にて承認済み
であり，追加意見等もなく代議員総会へ附議されること
となった．

第 4号議案　平成 27年度事業計画（案）

1 ）平成 27 年度事業計画（案）
宮本顕二理事長より定款第 5条に基づき，平成 27 年
度事業計画について説明がなされ，承認された．代
議員総会へ報告することとなった．

2）平成 27 年度予算（案）
桑平一郎財務委員長より，予算書に基づき内容の説
明があった．会費増収見込み 225 万円，学会雑誌販
売による増収見込み 360 万円を主として，学会全体
の増収を 900 万円と予算建てした．全体の予算額を，
平成26年度の9,500万円から，平成27年度は10,300
万円とした．なお，予算書の作成時期は前述の決算
時期の前であることも追加説明した．出席の委員か
らは特に質問はなく予算書は了承された．

報告事項（2）

第 5号議案　各種委員会報告

①総務委員会報告
　宮本顕二 総務委員長より以下の報告があった．
・第 28 回学術集会会長推薦について

　宮本顕二総務委員長より，総務委員会で討議した
結果，巽浩一郎 理事を第 28 回学術集会会長として
推薦する旨報告があった．承認され，代議員総会へ
附議することとなった．
・謝礼の内規について
　謝金の内規案が提出され，議場に諮られた．満場
一致で承認された．

②編集委員会報告
　巽浩一郎 編集委員長より以下の報告があった．
・学会誌の発行は順調である
・冊子体のデザインをリニューアルした
・論文投稿フォーマットを作成し，原著と症例報告で
使用可能なようにした
・電子化に向けての進捗状況
　　J-STAGE掲載が学会誌 25－1，2 と搭載された．
　なお，J-STAGEへの搭載に際しては，多くの人に読
んでいただくために会員に限定せず自由閲覧にするこ
ととなった．
③将来計画委員会報告
　橋本修 将来計画委員長より以下の説明があった．
・学会事務局：2人体制にする予定である
・学会の事業計画（より若手会員をプログラム委員に
登用する方向性を考慮）

・会員管理システム導入により，事務局の負担を軽減
する方向である
・学術集会の座長として 40～50 歳代の会員の中から推
薦し，プログラムを組み，多くの職種によりプログ
ラムを編成してはどうか．
・在宅医療も学会の一部として考慮する
・他学会との交流を推進する（医学会など）
・会員管理システム導入に伴い，会費を 9,000 円から
10,000 円に値上げする

④呼吸リハビリテーション委員会報告
　植木純 呼吸リハビリテーション委員長より以下の報
告があった．
・第 12 回呼吸リハビリテーション研修会の準備状況に
ついて
・黒澤一委員より，第 25 回学術集会中のワークショッ
プの開催について報告があった
　フライングディスク競技参加のための医療者や開
催関係者向けのマニュアル作成を考慮

⑤診療報酬適正化委員会報告
　蝶名林直彦 診療報酬適正化委員長より以下の報告が
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あった．
・組織について：従来の委員 18 名に加え，オブザー
バーとして，在宅関連の専門家として臨床工学士の
阿部博樹先生，また栄養学の専門家として田中弥生
先生を任命させていただいた．
・平成 28 年度診療報酬改定にて提出中の提案の説明が
された．
　本学会から新規 4件，既収載 3件提案している．内
容表に示した通りであるが
　新規のうちネーザルハイフロー療法と栄養食事指導
は呼吸器学会が主体となっていただき，呼吸器領域の
中で，内保連を通じて最も推薦度の高いランクとして
提案している．
　ネーザルハイフロー療法・栄養食事指導については
呼吸器学会から共同で提出した．
・RST projectの進捗状況：
・統計処理として聖路加病院の高橋理先生にお願い
している．
・登録システムのサーバーの立ち上げなどの経費で
約 25 万円の予算を本委員会から当学会の予算に計
上していただいた．
・HP上に登録用のサイトを入れていただき，現在
少数の施設で試験的に登録を行い，実際には来年
から正式登録可能になる見通しである．

・厚労省ヒアリング（8月 13 日）：蝶名林委員長，堀
江委員，安藤委員が出席した旨の報告があった．
　8月 13 日厚労省に対して，2つの提案のみ（数は先
方が指定）プレゼンを行った．
　集団呼吸リハ・シャトルウォークテストの 2件とさ
せていただいたが，経皮 CO2 連続モニターに関して，
その具体的な機器の問い合わせや，血液ガスでの代用
の是非を尋ねられた．機器添付文書のサイトを紹介す
るとともに，特に神経筋疾患での重要性を示した．
・保険委員会の名称変更．
名称と会の実態を一致させるためにも，「診療報酬適
正化委員会」と呼称を改めることが提案され，定
款・約款についても呼称のみ差し替えでよく，承認
された．

⑥広報委員会報告
　玉木彰 広報委員長より以下の報告があった．
・今後の追加コンテンツ：会員管理システム導入にあ
たり会員専用ログインページの刷新を検討している．
・予算との兼ね合いもあるが，会員管理システムの導

入に合わせて，ホームページデザインの一新，また
世間に広くアピールするためビデオメッセージ掲載
などを考慮している．

⑦呼吸ケア指導士認定委員会報告
　桂秀樹 呼吸ケア指導士認定委員長より以下の報告が
あった．
・平成 26 年度呼吸ケア指導士認定者について
・第 2回スキルアップセミナーの開催について
・第 3回スキルアップセミナーの準備状況
⑧倫理・COI（利益相反）委員会報告
　長谷川好規 倫理・COI（利益相反）委員長より，第
26 回学術講演会のプログラム委員のCOIは問題ないこ
とが報告された．

第 6号議案　定款の改訂について（代議員数変更）

　平成 27 年 9 月 1 日開催のみなし理事会で，定款の代議
員数に関して，「正会員 100 人の中から 10 人の割有を
もって選出される代議員をもって社員とする」を「正会
員から選出される 200 名以上 400 名以下の代議員をもっ
て社員とする」に変更することが提案され，承認された
ことが，宮本顕二理事長より報告があった．
　この件が満場一致で承認され，代議員総会へ附議する
こととなった．

第 7号議案　定款施行細則の改訂について

　宮本顕二理事長より，定款施行細則の中に，「理事長が
事務局から遠方にいる場合，必要に応じて副理事長をお
くことができる」の追記が提案された．
　長谷川好規理事より「必要に応じて副理事長をおくこ
とができる」ことが提案され，承認された．宮本顕二理
事長より副理事長を橋本修理事にすることが提案・承認
され，代議員総会へ附議することとなった．

第 8号議案　委員会規程の改訂について

　宮本顕二理事長より，委員会規定の中で，総務委員会
のみ副委員長の文言がないため，これを追記することが
提案・承認され，代議員総会へ附議することとなった．

第 9号議案　代議員選出施行細則規程の改訂について

　この件につき，9月 12 日開催のみなし理事会で「代議
員の定数は正会員のおおむね 10 パーセントとする」を
「代議員の定数は 250 名以下とする」ことが提案・承認さ
れ，代議員総会へ附議することとなった．
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○学会職員就業規則・給与規程・退職金規程の変更につ
いて
　宮本顕二理事長より提案・説明・承認され，代議員総
会へ附議することとなった．

第 10号議案　会員管理システムの導⼊，会費の値上げ等

1 ）会員管理システムの導入
　澤祥幸 財務委員が理事長からの招請を受け出席した．
日本呼吸器学会が使用しているユニシスの会員管理シス
テムに相乗りする形でコストを抑えて，日本呼吸ケア・
リハビリテーション学会の会員管理システムとして導入
することが提案・説明・承認され，代議員総会へ附議す
ることとなった．会員数の増加に伴い，会員の利便性向
上，事務局の運営効率化，会員情報を守るセキュリティ
対策のためにも，会員管理システムが必要であることが
確認された．
　会員管理システム導入のワーキングループを，財務委
員会委員を中心に構成することが提案・承認され，代議

員総会へ附議することとなった．
2）会費の値上げに関して
　7月 7日開催の財務委員会で議論され，現会費 9,000
円を 10,000 円に 1,000 円値上げすることを提案され，7
月 30 日開催の平成 26 年度第 3回理事会で議論された．
来年度（平成 28 年度）（2016 年 9 月）から，会費 9,000
円を 10,000 円に 1,000 円値上げすることが宮本理事長よ
り提案・承認され，代議員総会へ附議することとなった．

以上により本日の議事をすべて終了したので，議長は閉
会を宣言した．

平成 27 年 10 月 14 日
一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
 理事長　　宮本　顕二
 監事　　黒澤　　一
 監事　　長谷川智子


